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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年9月期第1四半期 2,404 △11.9 118 △76.5 140 △80.7 124 △72.1

21年9月期第1四半期 2,729 ― 505 ― 724 ― 445 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年9月期第1四半期 9.01 ―

21年9月期第1四半期 30.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年9月期第1四半期 9,256 6,330 68.4 459.67
21年9月期 8,431 6,710 79.6 487.24

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  6,330百万円 21年9月期  6,710百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年9月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

0.00 ― 34.00 34.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

5,580 △4.4 700 △21.8 690 △41.6 440 △40.3 31.94

通期 11,280 9.5 1,470 40.3 1,460 9.3 940 12.3 68.25



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
［（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、当期予想数値を変更しておりません。なお、上
記予想に関する事項は４ページをご参照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 14,522,400株 21年9月期  14,522,400株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  750,064株 21年9月期  750,064株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 13,772,336株 21年9月期第1四半期 14,522,400株



当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、金融経済危機による景気低迷から緩やかに持ち直しつ

つありますが厳しい状況で推移致しました。この環境下で国内販売は前年並みの売上を確保し、海外におきましては

欧州向け販売が前期後半投入した新製品販売効果により売上高が増加（前年同期比12.0％増）致しました。その反

面、前年同期モトクロスモデル販売が好調に推移した北米向け販売は、欧州とほぼ同時期に新製品を投入したものの

旧製品を含む流通在庫適正化に時間を要し、新製品販売も低調となり大幅な売上減（同48.2％減）となりました。ま

た、オーストラリアを含むその他地域向け販売につきましても、同様の理由により大幅な売上減（同32.8％減）とな

りました。 

その結果、連結売上高は以下の通り2,404百万円（前年同期比11.9％減）となりました。 

＜販売地域別連結売上高＞                              （単位：百万円） 

各利益につきましては、経費圧縮の効果はありましたが、受注減少に伴う工場生産調整の影響（売上原価の増加要

因）並びに新製品投入に伴う広告宣伝費増加の影響があり前年同期比で大幅に減少しました。その内容については当

初計画の範囲内であり業績予想には折り込み済みであります。 

また、11月から12月にかけて連結子会社向けのグループ内売上が集中し、その販売がクリスマス休暇明けの1月以

降となることから、グループ間の未実現利益調整が多額に発生しました（△122百万円）。それが各利益に影響した

ことから、営業利益は118百万円（同76.5％減）、経常利益は140百万円（同80.7％減）、第１四半期純利益は124百

万円（同72.1％減）となりました。 

 所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 

① 日本 

日本におきましては、国内及び直販子会社以外の海外向けヘルメット販売が主な事業であり、海外販売が大幅

に減少し、売上高は1,337百万円（前年同期比32.5％減）、営業利益は129百万円（同60.9％減）となりました。

② 欧州 

欧州におきましては、直販子会社によるヘルメット販売が主な事業であり、新製品中心に販売が順調に推移

し、売上高は1,051百万円（前年同期比53.3％増）、営業利益は191百万円（同55.4％増）となりました。 

③ 北米 

北米におきましては、シールド販売が主な事業であり、シールド販売減少により売上高は15百万円（前年同期

比75.0％減）、営業利益は3百万円（同77.3％減）となりました。 

  

①資産、負債及び総資産の分析 

（総資産） 

当該期末における総資産残高は、9,256百万円で、前期末比824百万円増加しました。 

主な要因は、当該期間の欧州子会社販売増加に伴い売掛金が増加（528百万円）したことによるものであります。 

（負債） 

当該期末における負債残高は、2,925百万円で、前期末比1,204百万円増加しました。 

主な要因は、買掛金が増加（640百万円）したことに加え、賞与及び配当金の支払に伴う運転資金の借入により、

短期借入金が増加（500百万円）したことによるものであります。 

（純資産） 

当該期末における純資産残高は、6,330百万円で、前期末比379百万円減少しました。 

主な要因は、利益剰余金が減少（289百万円）したことに加え、円高に伴い為替換算調整勘定が減少（78百万円）

したことよるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

   国 内  海 外  欧 州  北 米 その他地域  合 計 

22年９月期第1四半期

（前年同期比増減率） 

302 

(△1.2％)

2,102 

(△13.3％)

1,504 

(12.0％)

430 

(△48.2％)

168 

(△32.8％)

2,404 

(△11.9％)

 前年同期実績   305 2,424 1,343 830 250 2,729 

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、３月迄の海外受注状況（業績予想比104.3％）及び現在の為替

相場を考慮しますと、全体的に概ね当初予想に近い数値になる見込みであり、当該期間の業績予想数値は変更致しま

せん。 

また、通期業績につきましても、現時点におきましては当初予想数値を変更しておりませんが、海外の主要市場の

一部に回復が見えており、今後の受注状況及び連結子会社の販売状況等先行きが見通せた時点で適時適切に開示して

まいります。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

     該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,488,271 2,168,682

受取手形及び売掛金 1,671,112 1,142,365

商品及び製品 1,259,357 1,363,741

仕掛品 351,587 336,543

原材料及び貯蔵品 456,301 379,841

繰延税金資産 228,777 201,027

その他 466,525 511,772

貸倒引当金 △8,123 △7,555

流動資産合計 6,913,811 6,096,420

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,656,325 2,608,726

減価償却累計額 △1,702,622 △1,679,988

建物及び構築物（純額） 953,703 928,737

機械装置及び運搬具 1,647,275 1,656,860

減価償却累計額 △1,231,259 △1,207,013

機械装置及び運搬具（純額） 416,015 449,846

工具、器具及び備品 3,388,595 3,360,863

減価償却累計額 △3,020,799 △2,939,086

工具、器具及び備品（純額） 367,795 421,776

土地 228,258 228,258

建設仮勘定 179,320 108,149

有形固定資産合計 2,145,093 2,136,769

無形固定資産   

ソフトウエア 59,597 65,744

その他 1,239 1,239

無形固定資産合計 60,837 66,984

投資その他の資産   

繰延税金資産 101,680 97,005

その他 35,233 34,688

投資その他の資産合計 136,913 131,693

固定資産合計 2,342,845 2,335,447

資産合計 9,256,656 8,431,868



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,402,583 762,393

短期借入金 500,000 －

未払金 245,814 192,183

未払法人税等 100,091 64,539

賞与引当金 94,400 238,200

その他 323,435 215,636

流動負債合計 2,666,324 1,472,953

固定負債   

役員退職慰労引当金 167,740 162,480

退職給付引当金 87,737 81,251

その他 4,032 4,661

固定負債合計 259,510 248,393

負債合計 2,925,834 1,721,347

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,394,778 1,394,778

資本剰余金 391,621 391,621

利益剰余金 5,574,308 5,863,351

自己株式 △677,308 △677,308

株主資本合計 6,683,400 6,972,442

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △2,552 10,028

為替換算調整勘定 △350,025 △271,950

評価・換算差額等合計 △352,578 △261,922

純資産合計 6,330,821 6,710,520

負債純資産合計 9,256,656 8,431,868



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,729,989 2,404,942

売上原価 1,604,822 1,704,837

売上総利益 1,125,166 700,104

販売費及び一般管理費 ※1  619,343 ※1  581,233

営業利益 505,822 118,871

営業外収益   

受取利息 7,876 473

為替差益 184,517 22,436

保険解約返戻金 28,157 －

その他 10,283 2,713

営業外収益合計 230,834 25,623

営業外費用   

売上割引 7,373 2,105

債権売却損 4,594 790

その他 339 1,438

営業外費用合計 12,306 4,334

経常利益 724,350 140,161

特別利益   

固定資産売却益 1,880 925

貸倒引当金戻入額 2,022 4,822

事務所移転費用精算益 － 5,348

特別利益合計 3,903 11,095

特別損失   

固定資産除却損 427 90

ゴルフ会員権評価損 3,400 －

特別損失合計 3,827 90

税金等調整前四半期純利益 724,426 151,166

法人税、住民税及び事業税 101,072 66,819

法人税等還付税額 － △15,569

法人税等調整額 178,112 △24,210

法人税等合計 279,185 27,039

四半期純利益 445,241 124,127



 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間において、平成21年12月に413,170千円の剰余金の配当を行っております。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



(1) 生産実績 

当第１四半期連結累計期間における生産実績を品目別に示すと、次の通りであります。 

    （注）１ 金額は、販売価格によっております。 

   ２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当第１四半期連結累計期間における受注実績を品目別に示すと、次の通りであります。  

（注） 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

期別 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

品目別 金額(百万円) 前年同期比(％)

ヘルメット関連事業     

二輪乗車用ヘルメット  1,983  82.0

官需用ヘルメット  4  154.4

その他ヘルメット  ―  ―

その他  186  152.4

合計  2,175  85.5

期別 

当第１四半期連結累計期間  

（自 平成21年10月１日 

  至 平成21年12月31日）  

品目名 
受注金額
（百万円） 

前年同期比
(％) 

四半期末受注残高 
（百万円） 

前年同期比
(％) 

ヘルメット関連事業         

二輪乗車用ヘルメット  3,233  96.2  2,129  82.1

官需用ヘルメット  16  58.3  13  38.7

その他ヘルメット  ―  ―  ―  ―

その他  181  75.6  46  62.6

合計  3,432  94.6  2,188  81.0



(3) 販売実績 

当第１四半期連結累計期間における販売実績を品目別に示すと、次の通りであります。  

（注）１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 主な相手先別の販売実績及び当該実績の総販売実績に対する割合 

（注） 金額には、消費税等は含まれておりません。  

期別 

当第１四半期連結累計期間  

（自 平成21年10月１日 

  至 平成21年12月31日）  

品目別 金額(百万円) 前年同期比(％)

ヘルメット関連事業     

二輪乗車用ヘルメット  2,195  87.0

官需用ヘルメット  4  138.7

その他ヘルメット  ―  0.0

その他  205  101.8

合計  2,404  88.1

相手先 

当第１四半期連結累計期間  

（自 平成21年10月１日 

  至 平成21年12月31日）  

品目別 金額（百万円） 割合（％） 

三菱商事㈱    616    25.6

HELMET HOUSE INC    348    14.5
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